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沖縄の水がめの水位が減り続けています！！
樹木と土の境目が満水位

福地ダム洪水吐安波ダム管理支所羽地ダム入口

○北部ダム統合管理事務所の今月（２月）の行事予定

日（曜日） 担　　当 行　　事　　名　　称 内　　　　　容

１日（土） 北部ダム 億首ダム竣工式 金武町に建設中の億首ダムの竣工式

沖縄本島では昨年６月以降の小雨傾向により水源の８割近く

を占めるダムの貯水量が減り続け本島全体１０ダム貯水率が

６０％を割り込みました。 （H26.1.3１：55.3%）

県内最大の水がめである福地ダムでも貯水率が５０％を割り

込みました。（H26.1.31：43.5%）
福地ダムの貯水率が５０％を割り込むのは平成２１年５月以

来でおおよそ５年ぶりです。

平成２３年管理を開始した大保ダムでも現在、最低水位を更

新中です。（１月３１日現在：貯水率４９％）

これから梅雨期までまとまった降雨がない傾向が続くと思います。 県民の皆様の更なる節水へのご協力をお願

平成２6年2月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：５４．２％ （前年度同日の貯水率 ９７．６％）

２月 １日（土）～ ２日（日） 国頭村産業まつり・国頭村ツバキまつり（ゆいゆい国頭（道の駅）・国頭村森林公園）

２月 １日（土）～２８日（金） 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ（名護市営球場）

２月 １日（土）～２６日（水） 阪神タイガース春季キャンプ（宜野座村野球場）

２月 ２日（日） 第55回 NAGOハーフマラソン(名護市内）

２月 ８日（土） 第１回国頭トレイルランニング大会（国頭村森林公園）

樹木と土の境目が満水位

地肌があらわになった福地ダム

１日（土） 北部ダム 億首ダム竣工式 金武町に建設中の億首ダムの竣工式

３日（月） 広域水管理課 大保ダムモニタリング部会 モニタリング調査結果について分析・評価する会議

７日（金） 管理課・広域水管理課 沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会 管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する会議

２２日（土） ダム統管、北部ダム 沖縄北部ダム湖サミット 完成したダム所在地のこれからの地域づくりの方向性を考える会議

中旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン作業部会

１９日（水） 大保支所  大保ダム水源地域ビジョン実践協議会

下旬 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会

下旬 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会

水源地域ビジョン関連予定

ﾋﾞｼﾞｮﾝの進捗状況及び今後の展開を確認する。

★湖水友の会メール会員募集中★（特典満載）

これから梅雨期までまとまった降雨がない傾向が続くと思います。 県民の皆様の更なる節水へのご協力をお願

い申し上げます。

福地ダム貯水率１００％の時（H17.7)福地ダム現在：貯水率４４％（H26.1.31)
★湖水友の会メ ル会員募集中★（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に対する一般者

の理解を深めること及び水源地域の活性化を目的としています。

①広報誌を毎月配信 ②ダムツアーにご招待 ③カヌー体験にご招待

④イベント会員枠確保 ⑤会員専用駐車場確保

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数:: １９６名

※希望者多数の場合は、抽選となります。

大保ダムの現在：貯水率４９％（H26.1.31)
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（国８ダム利水容量：99,900千m3）

平成26年1月31日現在
貯水量（千m3）

※平成23年4月から大保ダム管理開始

平成26年1月31日現在

(54,834千m3  54.9%）

※平成17年4月から羽地ダム管理開始 ①H6.1.28～H6.3.1夜間8時間断水 ③H3.7.8～H3.7.27地域別24時間隔日給水②H3.6.10～H3.7.7夜間断水

④H3.9.6～H3.9.24夜間8時間断水 ⑤H21.6.11 7ダム管理としては過去最低 貯水率43.0% 貯水量35,559千ｍ3

① ② ③ ④

⑤

※平成 5年4月から漢那ダム管理開始

平成２３年４月から
大保ダム管理開始

※平均貯水率は、Ｈ15～H16年までは6ダム、Ｈ17年～H22年までは７ダム、H23年～H24年は８ダムの利水容量をもとに加重平均で算出した。

国管理８ダム貯水量グラフ

現在
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福地ダム下流の親水水路において、１１月１９日（火）と１２月２５日（水）に地元東村の保育園の子供達と幼稚園児達

が放流したリュウキュウアユが産卵・孵化しました。

産卵が確認されたのは、１月４日（土）のことで、卵は確認時には未発眼であったため産卵後約２日経過したものと推定

されます。産卵場所は、水路中央部の淵の下流側で今年度産卵場所として造成した場所です。

その後、１月１６日（木）に水路下流の福地川合流点において、孵化した仔魚が確認されました。リュウキュウアユは産卵

から孵化まで約２週間であることから、１月２日（木）頃に産卵されたものと思われます。

今後もたくさんの仔魚が福地川へ流下していくことを期待しています。

地震に対して適切なダム管理が図れるよう、去る1月16日（木）に北部ダム統合管理事務所において地震対応訓

練を実施しました。

今回の訓練は、勤務時間外の午前７時に沖縄本島直下型の大規模地震（沖縄本島全域で震度５強)が発生した

との想定で、安否確認、非常参集、班編成等の初動体制及び地震発生後のダム臨時点検（概略点検、一次点検）

※の訓練を実施しました。

※地震発生後のダム臨時点検

管理ダムにおいては、震度４以上又はダム堤体底部に設置した地震計の最大加速 度が

25gal以上を観測した場合、臨時点検を実施し、ダムの安全性を確認すること になって

ますいます。

地震発生直後、各ダムに休日及び夜間に常駐している情報連絡員が目視及び監視カメラ映像による概略点検を

実施。自宅の職員等は、安否確認の連絡後、事務所へ非常参集。点検要員を各ダムに派遣し、管理施設（ダム堤

体、貯水池法面、ダム管理庁舎、通信設備等）の一次点検を実施しました。

臨時点検は、概略点検を1時間以内で、一次点検を3時間以内で完了させることを目標としており、今回の訓練で

は概略及び一次点検共に目標時間内で完了させることができました。

今後も、普段からの危機管理意識を持って、防災体制の強化、充実に努めてまいりたいと思います。

福地川

水路流入地点

産卵場所

確認場所（福地川合流点）

淵

福地ダム親水水路全景写真

確認されたリュウキュウアユの卵

（直径約１mm）
卵の顕微鏡写真（直径約１mm）

仔魚の顕微鏡写真（体長約６mm）確認されたリュウキュウアユの仔魚

（体長約6mm）

１月１７日に管内の無線中継所の施設調査を実施しました。

日頃目にすることのない当事務所が管理する無線局について、「危機管理の意識高揚」と「適切な維持管理がなさ

れているか」等を念頭に現地を事務所長、副所長以下９名の職員で確認しながら施設調査を行いました。

無線局は国土交通省所管の専用通信網として、電話やファックス、映像、各種データの伝送に使用しています。過去

に大震災時、ライフラインが軒並み断絶しましたが、国土交通省の多重無線は無事に機能していました。災害に強い

重要な無線回線として、光ファイバー通信網と組み合わせた専用の情報通信ネットワークを構築しています。今後も災

害・事故等に備え「無線中継所施設調査」は定期的に実施していきたいと思います。 ○ 北海道エリア内で放送中の情報バラエティ番組「マハトマパンチ」の１コーナーで、「ダムカード」を集

めながら沖縄のダムや周辺の観光スポットをめぐる旅企画のテレビ取材がありました

（体長約6mm）

災害対策支部（事務所）の様子 訓練での点検の様子（新川ダム）

めながら沖縄のダムや周辺の観光スポットをめぐる旅企画のテレビ取材がありました。

○「ダムカード」を収集しながら、全国各地のダムの魅力に迫る１泊２日の旅企画。春の九州編、夏・秋

の北海道編が好評につき、今回は雪に閉ざされた北海道を飛び出し、南国・沖縄のダムを訪問。ダム巡

りの道中には地域の観光スポットも訪問し、観光情報も織り交ぜながら紹介するとのことです。

○撮影は1月23日（安波、福地、大保、羽地）24日（漢那）各支所を訪れ職員とロケ出演者のやりとりが

ありました。

○ロケ出演者：ダイノジ（お笑い芸人）、上杉周大（バンドボーカル）

○残念ながら沖縄地区での放映はありません。↑八重岳無線中継所の鉄塔及び雨量レーダ

↑3日(72時間)以上連続運転

可能な予備発電機

↑無線中継所周りを細か

くチェックする調査職員
↑無線通信網被監視制御

装置等

miyagi247
長方形
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沖縄の水がめの水位が減り続けています！！
樹木と土の境目が満水位
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１日（土） 北部ダム 億首ダム竣工式 金武町に建設中の億首ダムの竣工式

沖縄本島では昨年６月以降の小雨傾向により水源の８割近く

を占めるダムの貯水量が減り続け本島全体１０ダム貯水率が

６０％を割り込みました。 （H26.1.3１：55.3%）

県内最大の水がめである福地ダムでも貯水率が５０％を割り

込みました。（H26.1.31：43.5%）
福地ダムの貯水率が５０％を割り込むのは平成２１年５月以

来でおおよそ５年ぶりです。

平成２３年管理を開始した大保ダムでも現在、最低水位を更

新中です。（１月３１日現在：貯水率４９％）

これから梅雨期までまとまった降雨がない傾向が続くと思います。 県民皆様の更なる節水へのご協力をお願い

平成２6年2月１日現在 国ダム（８ダム）貯水率：５４．２％ （前年度同日の貯水率 ９７．６％）

２月 １日（土）～ ２日（日） 国頭村産業まつり・国頭村ツバキまつり（ゆいゆい国頭（道の駅）・国頭村森林公園）

２月 １日（土）～２８日（金） 北海道日本ハムファイターズ春季キャンプ（名護市営球場）

２月 １日（土）～２６日（水） 阪神タイガース春季キャンプ（宜野座村野球場）

２月 ２日（日） 第55回 NAGOハーフマラソン(名護市内）

２月 ８日（土） 第１回国頭トレイルランニング大会（国頭村森林公園）

樹木と土の境目が満水位

地肌があらわになった福地ダム

１日（土） 北部ダム 億首ダム竣工式 金武町に建設中の億首ダムの竣工式

３日（月） 広域水管理課 大保ダムモニタリング部会 モニタリング調査結果について分析・評価する会議

７日（金） 管理課・広域水管理課 沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会 管理ダムの効果や環境への影響等を分析・評価する会議

２２日（土） ダム統管、北部ダム 沖縄北部ダム湖サミット 完成したダム所在地のこれからの地域づくりの方向性を考える会議

中旬 漢那支所 漢那ダム水源地域ビジョン作業部会

１９日（水） 大保支所  大保ダム水源地域ビジョン実践協議会

下旬 福地支所 福地・新川ダム水源地域ビジョン作業部会

下旬 羽地支所 羽地ダム水源地域ビジョン推進懇話会

水源地域ビジョン関連予定

ﾋﾞｼﾞｮﾝの進捗状況及び今後の展開を確認する。

★湖水友の会メール会員募集中★（特典満載）

これから梅雨期までまとまった降雨がない傾向が続くと思います。 県民皆様の更なる節水へのご協力をお願い

申し上げます。

福地ダム貯水率１００％の時（H17.7)福地ダム現在：貯水率４４％（H26.1.31)
★湖水友の会メ ル会員募集中★（特典満載）

湖水友の会は、会員の皆様にダム管理に関する情報及び各種イベントの案内等を行い、ダム管理業務に対する一般者

の理解を深めること及び水源地域の活性化を目的としています。

①広報誌を毎月配信 ②ダムツアーにご招待 ③カヌー体験にご招待

④イベント会員枠確保 ⑤会員専用駐車場確保

入会の条件は、１８歳以上の希望者とし、申込みは、下記メールアドレスへ

①住所、②氏名、③年齢を送信するだけです。

詳しくは、北部ダム統合管理事務所 管理課 管理係 TEL:0980‐53‐2442まで。

申し込みアドレス：hdtden910@ogb.cao.go.jp 現在会員数:: １９６名

※希望者多数の場合は、抽選となります。

大保ダムの現在：貯水率４９％（H26.1.31)
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北部ダム統合管理事務所 国管理８ダム貯水量グラフ

利水容量

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平均貯水量（H16～H25）

（国８ダム利水容量：99,900千m3）

平成26年1月31日現在
貯水量（千m3）

※平成23年4月から大保ダム管理開始

平成26年1月31日現在

(54,834千m3  54.9%）

※平成17年4月から羽地ダム管理開始 ①H6.1.28～H6.3.1夜間8時間断水 ③H3.7.8～H3.7.27地域別24時間隔日給水②H3.6.10～H3.7.7夜間断水

④H3.9.6～H3.9.24夜間8時間断水 ⑤H21.6.11 7ダム管理としては過去最低 貯水率43.0% 貯水量35,559千ｍ3

① ② ③ ④

⑤

※平成 5年4月から漢那ダム管理開始

平成２３年４月から
大保ダム管理開始

※平均貯水率は、Ｈ15～H16年までは6ダム、Ｈ17年～H22年までは７ダム、H23年～H24年は８ダムの利水容量をもとに加重平均で算出した。

国管理８ダム貯水量グラフ

現在
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